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平成 18 年６月期 中間決算短信(非連結) 平成 18 年２月 13 日

 

 
1. 17 年 12 月中間期の業績(平成 17 年７月１日～平成 17 年 12 月 31 日) 
 (1) 経営成績 (記載金額は百万円未満切捨て表示)
 売上高 営業利益 経常利益 

 
17 年 12 月中間期 
16 年 12 月中間期 

 
758 
682 

百万円  ％ 
11.0 
― 

138
139

百万円  ％
△0.3 
 ― 

 
114 
139 

百万円   ％
△17.3 

 ― 
17 年 ６月期 1,368 41.5 192 42.9 192 44.3 
 

 中間(当期)純利益 1 株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 1株当たり
中間(当期)純利益 

 
17 年 12 月中間期 
16 年 12 月中間期 

 
59 
84 

百万円  ％ 
△29.4 

― 
6,359
10,782

円 銭 
21  

 17  

 
6,208 

 

円 銭 
18  

 ―  
17 年 ６月期 111 15.7 13,769 11     ―  

(注) ① 持分法投資損益 17 年 12 月中間期 ―百万円  16 年 12 月中間期 ―百万円   17 年６月期 ―百万円 
 ② 期中平均株式数 17 年 12 月中間期 9,398 株   16 年 12 月中間期 7,855 株   17 年６月期 8,132 株 
 ③ 会計処理の方法の変更 有 
 ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
(2) 配当状況 

 1 株当たり 
中間配当金 

1 株当たり 
年間配当金 

 
17 年 12 月中間期 
16 年 12 月中間期 

円  銭
0 00  
0  00  

円  銭
 ―  
―  

17 年 ６月期 ―   1,290  00 
(3) 財政状態 

 総資産 株主資本  株主資本比率 １株当たり株主資本
 

17 年 12 月中間期 
16 年 12 月中間期 

百万円
1,774      
1,743      

百万円
1,141      
646      

％ 
64.4   
37.1   

円  銭
117,299  82  
82,352  31  

17 年 ６月期 1,932      719      37.2   82,353  60  
(注) ① 期末発行済株式数 17 年 12 月中間期 9,735 株  16 年 12 月中間期 7,855 株  17 年６月期 8,735 株 
 ② 期末自己株式数    17 年 12 月中間期 ―株    16 年 12 月中間期 ―株     17 年６月期 ―株 
(4) キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高 

 
17 年 12 月中間期 
16 年 12 月中間期 

百万円
553      
48      

百万円
△202      
△12      

百万円 
△160       
269       

百万円
845      

1,181      
17 年 ６月期 △486      △36   300    654   

 
2. 18 年６月期の業績予想(平成 17 年７月１日～平成 18 年６月 30 日) 

１株当たり年間配当金  
売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末  
 

通     期 
百万円 

1,622       
百万円

214      
百万円

126      
円  銭 

440  00  
円  銭

 440  00 
(参考) ① １株当たり予想当期純利益(通期) 4,336 円 81 銭 
 ② １株当たり予想当期純利益(通期)は、平成 18 年 1 月 18 日を効力発生日とする株式分割(１：３)考慮後の

29,205 株をもって算出しております。 

 
※上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、実際の業
績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

上場会社名 日本社宅サービス株式会社 上場取引所 東証マザーズ  
コード番号 8945 本社所在都道府県 東京都  
(URL http://www.syataku.co.jp/) 
代  表  者 役職名 
問合せ先責任者 役職名 

代表取締役社長 
取締役管理グループ長 

氏  名 
氏  名 

笹 晃弘  
池田彰二  

    TEL 03-5229-8700  
決算取締役会開催日 平成 18 年２月 13 日 中間配当制度の有無 有 
単元株制度採用の有無 無   
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１．企業集団の状況 

 

当社には企業集団を構成する関係会社はなく、また、当社との間で継続的に密接な事業上の関係がある関連当事者

もないため、該当事項はありません。 

 

２．経営方針 

（1） 会社の経営の基本方針 

当社は、大手企業を中心とした各種法人顧客に、住宅制度運営のアウトソーシングサービスを提供している BPO（ビ

ジネスプロセスアウトソーシング）の専門会社です。 

当社は自ら不動産仲介事業を行わず、アウトソーシングサービスの本質を追求することで、独自のビジネスモデル

を構築し、また日本中の優良不動産会社とフランチャイズ契約によるパートナーシップを拡大すると共に顧客思考に

徹した新しいサービスを創造し、企業価値向上を目指します。 

 

（2） 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、設立以来、事業基盤の構築と財務体質の強化のために内部留保の充実を図り、配当を実施しておりません

でしたが、株式上場後は安定的な経営基盤の確保ならびに事業展開のための内部留保を勘案しながら、業績に応じた

利益還元を実施してまいります。 

 

（3） 投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を重点課題として認識しております。投資家の皆様に投資しやす

い環境を整えるため、流通株式の増加を目的とした投資単位の引下げ等につきましては、平成 18 年 1 月 18 日をもっ

て普通株式 1 株につき３株の割合で株式分割をいたしました。 

 

（4） 目標とする経営指標 

企業経営の効率化が叫ばれる中、住宅制度運営のアウトソーシング事業のニーズは更に高まり、市場はこれから本

格的な普及期に入ると認識しております。この中で当社としてはシェアの拡大を図りつつ、特に収益力を維持・強化

することが、重要な課題と捉えております。 

かかる観点から、規模の拡大を図ると共に業務効率を高めながら、売上高経常利益率 10％台を維持・向上させ続け

るよう努める所存であります。 

   

（5） 中長期的な会社の経営戦略 

当社は、業界で唯一独立系のアウトソーシング専門会社である優位性を認識し、サービスの品質向上を第一とし、

社宅ネットワークの拡大、システム開発の継続投資を実行していくとともに、顧客企業の社宅制度の充実をバックア

ップしていくために、福利厚生サービス各社及び住宅関連サービス各社との提携を促進し社宅事務手続サービス内容

の充実を図る施策に重点をおいてまいります。 

 

（6） 会社の対処すべき課題 

企業におけるアウトソーシングの普及は、業種業界また企業規模の大小を問わず一般化し、特に福利厚生関連サー

ビスに対する関心は強く、市場は拡大傾向にあります。その中で当社は、フランチャイズ契約により結ばれた全国規

模の不動産仲介管理事業者ネットワークと、独自に開発した社宅管理システムを中核においた専門性の高いアウトソ

ーシング・システムを提供することにより、顧客企業の拡大を図る事が出来ました。しかし、同業他社においても次々

と専門システムの開発を試みており、またダンピングによる価格競争も予測され、今後同業他社との厳しい競争に打

ち勝つことなしには収益の向上が図れないことが予測されます。 

当社といたしましては、より専門性の高いサービスの投入及びフルアウトソーシングのフィールド拡大により付加

価値の高いアウトソーシング・システムの提供を実現し、シェアを拡大していきたいと考えております。 
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①福利厚生制度改革のアウトソーシング 

現在企業のニーズは、運営のアウトソーシングから制度設計や制度改革の推進そのものを求める、いわば制度

改革のアウトソーシングにニーズが広がっております。導入のコンサルテーションサービスを強化する一方、福

利厚生代行会社等とのアライアンスが必須であり、提携の推進に努めてまいります。 

 

②価格競争 

借上社宅のアウトソーシングサービスは賃貸仲介業と密接に連携するため、賃貸仲介事業の付帯サービスとし

て受託料ダンピングが発生する可能性があり、それを回避するため付帯型の限定サービスでは実現し得ない、企

業担当者や転勤者を中心とする企業の従業員にとってより付加価値の高いサービスを、独自のＡＳＰ型パッケー

ジと共に提供し差別化を図ってまいります。 

 

③住宅制度関連ビジネスへの進出 

当社は、企業の住宅制度運営代行サービスを主に借上社宅や駐車場を中心に展開してまいりましたが、今後も

更なる成長を図るべく、関連性の高い事業領域へ新規事業を立ち上げることにより、収益構造の安定化に努めて

まいります。 

 

④人材の獲得・育成強化 

当社は企業の住宅制度運営にかかわるサービス事業を行っているため、不動産管理に関するスキルと企業の福

利厚生制度に関する広範囲の知識が必要であり、優秀なスタッフの確保が不可欠です。新卒・通年採用を積極的

に進め、ＯＪＴ制度に加え研修制度の充実を図り、優秀な人材の獲得・育成に注力してまいります。 

一方、組織面では、内部管理体制の更なる充実を図ってまいります。 

 

⑤個人情報保護法への対応 

個人情報保護法が平成 17 年４月より施行されていますが、この法律への対応はアウトソーシング業界におい

て非常に重要であると認識しております。当社は、今後の事業拡大に必須要件であるという認識のもと、ＪＩＳ 

Ｑ 15001 に準拠したコンプライアンス・プログラムを構築し、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な

改善強化に全社で取組んでまいります。 

 

⑥システム開発 

当社は、独自に開発した社宅管理システムを中核に、社宅担当者向け業務支援システム及び、転勤者向け手続

支援システム等を次々と開発提供し、競争優位に事業を展開してまいりました。 

顧客企業の高度化及び、進化するアウトソーシングへの対応等を図りながら、統合型システムの強化に努め、

差別化を図ってまいります。 

 

（7） コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、経営判断の迅速かつ的確な意思決定を図るなか、経営の透明性、公平性の観点から現在の取締役会の

充実、監査役の機能を一層強化する一方、当社に関わる利害関係者（ステークホルダー）の利益を重視し、かつ

長期的・継続的に株主価値を高めることが極めて重要な課題であると考えております。コンプライアンスにつき

ましては経営陣のみならず、全社員が認識し、実践することが最重要課題と考えております。 
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②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

ａ）当社のコーポレート・ガバナンスの体制及び最近 1年間の取組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「取締役会」は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定する機関

として、監査役も出席のもと、毎月１回程度開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を随時開

催し、重要事項の決定に際し効率的且つ慎重な経営判断がなされるよう、運営しております。 

 

・ 「監査役会」は、平成 16 年８月より定期的に監査役会を開催しております。３名の監査役で構成され、

取締役からの報告、取締役会をはじめとした監査役が出席したその他会議の内容や、内部監査との連携等に

より取締役及び取締役会の業務執行を監視しております。また、法令・定款に準拠した監査方針を定め、各

監査役の報告に基づき監査意見を形成いたします。社外監査役は監査役３名中２名であり、いずれも非常勤

であります。 

 

・ 「内部監査」について、当社では社長直属の機関として情報管理室より独立する形で内部監査室を平成

17 年１月より設置しており、現在は担当者１名専従しております。内部監査室は、会社の業務及び財産の

実態を監査し、経営の合理化及び能率の増進に資することを目的として、事業年度毎に作成される内部監査

計画に基づく監査と、社長特命により臨時の内部監査を実施しております。 

なお、内部監査室は常勤監査役と連携して、内部監査を実施しております。 

 

・ 「監査法人」についてはあずさ監査法人と監査契約を締結し、通常の会計監査に加え、重要な会計的課

題についても随時相談・検討を実施しております。 

 

 （業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人） 

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人 

宮 直仁 あずさ監査法人 

多和田 英俊 あずさ監査法人 

 

継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。 

 
株   主   総   会 

取締役会 

社   長 

業務担当各部門 

監査役会 

監査法人 

内部監査室 

選任・解任 選任・解任 

業務監査 

会計監査 
連携 

内部監査 

連携 

任命・解任 

選任 
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監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会

計士及び会計士補を主たる構成員として、システム専門家等の補助者も加えて構成されております。 

 

 

ｂ） 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要 

当社の社外取締役及び社外監査役は次のとおりであります。なお、当社の取締役・監査役とは人的関係を

有さず、当社との間に特に利害関係はありません。 

    社外取締役 白石徳生 

    社外監査役 中西康晴、笹部憲吾 

 

   

ｃ）コーポレート・ガバナンスの充実に向けた施策 

・経営会議 

  毎月２回全常勤役員による会議を開催し、案件の審議の他、方針の伝達・徹底、業務成果の検証、問題

点の把握等あらゆる面において適時の情報交換、意思の疎通を図っております。 

・運営向上会議（マネージャー会議） 

  毎月１回全マネージャー、グループ別チーフの代表を対象とした「運営向上会議」及び各グループ別に

「グループ会議」を開催し、風土改善、全社運営改革、方針の伝達・徹底、業務成果の検証、問題点の把

握等あらゆる面において適時の情報交換、意思の疎通を図っております。 

 

 

ｄ）リスク管理体制の整備の状況 

当社では、「個人情報保護」に関するコンプライアンス・プログラムを作成し、個人情報保護委員会を組

織し、管理部門担当取締役を「個人情報保護統括管理責任者」として任命し、その下に教育責任者、情報

システム管理責任者、及び個人情報取扱事務局兼個人情報相談窓口を設置して、個人情報保護の管理に取

組んでおり、「監査責任者」がこの実施状況の監査にあたっております。 

  

 

 

 社     長  

 

 

 

 個人情報保護統括管理責任者         監査責任者  

 

 

 教 育 責 任 者        情報システム管理責任者  

 

 各  グ  ル  ー  プ  毎  の  管  理  責  任  者  

 

 個人情報取扱事務局兼個人情報相談窓口  

 

 

 

 

（8） 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

個人情報保護委員会 
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３．経営成績及び財政状態  

（1） 経営成績 

当期の日本経済は、堅調な内需と輸出の回復により景気回復のすそ野の広がりを見せていますが、業況の先行きに

ついては製造業、非製造業とも慎重な見方が強い状況にあります。 

当業界では依然として企業のアウトソーシングニーズは高く、不動産を持たない経営により借上げ社宅の市場は拡

大傾向が続くなか、新規参入も相次ぎ競争は激しさを増しております。 

当社においては営業部門であるマーケティンググループが住宅制度コンサルテーションの実績を背景に法人企業の

問題解決に向けた提案力を充実する一方、積極的なセミナー等の開催により、昨今の住宅制度の潮流や事例などをお

伝えすると共に当社独自ノウハウをアピールする機会を積極的に設けました。 

その結果、新規受託に関しては 4,581 件を受託し、平成 17 年 12 月末日における総受託件数は 69,535 件(前期比

107.1％)となりました。 

システム開発については、双方向型業務管理システム「JOINT2 システム」と共に転勤手続支援ワークフローシステ

ム「BASIC-WEB システム」を開発投入し、システム面での更なる差別化が進みました。 

オペレーショングループを中心としたサービス運営部門につきましては、新人社員の早期育成に重点を置き年間３

万人規模の転勤者に充分対応できる体制を整えることができました。 

また、管理面においては、個人情報保護法の施行に先立ち、社内に個人情報保護委員会を設置し、個人情報の取り

扱いに関する管理体制の整備を行い、平成 18 年２月にプライバシーマークの認定を取得致しました。 

その結果、当中間会計期間の業績は、受託活動が順調に推移したことにより売上高は 758,077 千円（前年同期比

111.0％）と増収になりましたが、営業利益 138,737 千円（前期比 99.7％）、経常利益は 114,933 千円（前期比 82.7％）、

中間純利益は 59,764 千円（前期比 70.6％）と、前年同期比較で減益となりました。主な要因といたしましては、平

成 17 年 9月 2 日の東京証券取引所マザーズ市場への株式公開に伴う上場費用が営業費用として、また公開に伴い新た

にコーポレートブランド「ＳＵＮＮＥＸＴＡ」およびサービスブランド「しゃたくさん」を導入し、そのブランディ

ング費用が販管費としてそれぞれ一時的に発生したことによります。 

 

（2） 財政状態 

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、845,611 千円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は 553,501 千円となりました。これは、主に税引前当期純

利益 108,881 千円の計上及び営業立替金が減少したことによる資金の増加があったことなどによるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は 202,431 千円となりました。これは主に人員増加に伴う

設備投資と業務提携先との連携強化のため投資有価証券を取得したことによるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

当中間会計期間において財務活動により使用した資金は 160,117 千円となりました。これは株式の発行による収

入が 365,904 千円あったものの、短期借入金の返済による支出が 496,129 千円あったことによるものであります。 
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なお、当社のキャッシュ・フロー指標は次の通りです。 

 第６期期末 

平成16年６月期 

第７期中間 

平成17年12月期 

第７期期末 

平成17年６月期 

第８期中間 

平成17年12月期 

自己資本比率（％） 43.5 37.1 37.2 64.4

時価ベースの自己資本比率（％） ― ― ― 604.1

債務償還年数（年） 3.8 7.0 ― 0.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 19.7 13.0 ― 306.4

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※当社は平成 17 年９月２日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、平成 17 年６月期以前の時価 

ベースの自己資本比率は記載しておりません。 

※利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

※平成 17 年６月期のインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナス 

 のために記載しておりません。 

 

（3） 通期の見通し 

 平成 18 年６月期の通期業績につきましては、一部転勤発生のずれ込みに加え、新規大口受注先の転勤手続きが２～

４月の繁忙期に集中発生することにより、変動人件費が一時的に計画より増加する見込みでありますので、通期では

当初予定通りの計画値、売上高 1,622 百万円、経常利益 214 百万円、当期純利益 126 百万円を見込んでおります。 

 

（4） 事業等のリスク 

以下に当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる事項を記載しております。当社としては必

ずしも事業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社事業活動を理解する上で重

要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。 

 なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針で

ありますが、本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行

われる必要があります。また、文中における将来に関する事項の記載は、当中間会計期間末現在において当社が判断

したものであります。 

①住宅制度の変化 

当社の事業は、企業の福利厚生制度や転勤制度に深く関連しておりますが、顧客である企業に福利厚生の一環と

しての社宅制度を廃止する、または転勤制度を廃止する等の変化が生じた場合、当社の業績に大きな影響を及ぼす

可能性があります。 

 

②他社との競争 

現状、社宅事務管理業務のアウトソーシング事業を行なっている企業は複数存在しており、また今後も同様のサ

ービスを提供する企業の参入が増加するものと思われます。 

当社は、事務管理代行機能（アウトソーシング機能）と、不動産流通に係る社宅斡旋機能（借上社宅物件を事業

者として貸す機能＝商品を提供する機能）を明確に分離し、アウトソーシングの専門会社として、業務の設計と運

営に特化しております。そして顧客企業に対しても最も適していると考えられる社宅制度運営の方法・仕組みを提

案するなど単なる事務管理代行にとどまらない付加価値の高いサービスを提供することに努めており、これらのサ

ービスの提供は、現状において他社との差別化要因となっていると思われます。 

今後も当社は更に付加価値の高いアウトソーシングサービスの開発に努め、そして当社の事業スキームを強化し

ていく方針であります。しかしながら当社と同様のスキームを持ち、当社を上回るアウトソーシングサービスを企

業に提供することが可能な企業の参入が相次いだ場合などには、その競争の激化によって当社の業績に大きな影響
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を与える可能性があります。 

 

③個人情報保護 

当社は、社宅事務管理代行サービスにおける顧客企業の従業員や、社宅物件所有者等の個人情報を多く取り扱っ

ておりますので、個人情報を適切に保護し、社内外の脅威から守ることを重要な社会的責務と考え、ＪＩＳＱ15001

「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」に準拠し、役員及び従業員に対する教育啓蒙

活動を実施するほか、個人情報保護の管理責任者を置き、適切な個人情報保護のためのコンプライアンス・プログ

ラムを策定し、実施・維持・継続的改善に努める等の取組みを推進する旨を宣言し、情報の特定・収集・保管・取

扱い者の特定・情報の廃棄等を詳細に規定し、運用を規程化する等の全社的な取組みを展開しております。 

しかしながら、様々な要因により個人情報の漏洩に類する事態が発生した場合には、損害賠償や信用失墜といっ

た有形無形の損害を被る可能性があります。 

 

④人材育成 

当社が継続的成長を成し遂げていくために、人材はその重要な要素のひとつとして挙げられます。優秀な人材の

獲得及びその育成が目論見どおりに進まなかった場合には、当社の成長を減速する要因となる可能性があります。 

 

 ⑤季節変動要因 

当社の事業は、企業の転勤制度を住宅面から支援するサービスで、毎月顧客企業から受託している社宅件数に応

じた業務受託料を売上として計上していますが、転勤手続きのオペレーションコストは、売上原価として計上して

いますので、転勤者が集中する時期には原価が増加いたします。顧客企業との間で事前に取り決めた水準以上に転

勤者が増加した場合には、増加分にまつわる費用を超過業務費用として顧客企業より追加徴収するものの、第３四

半期は春の転勤シーズン等の影響で転勤者数が増加することにより売上原価率が上昇し、収益に影響を与える可能

性があります。 
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４．中間財務諸表等 

（1）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年６月30日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  1,181,446 845,611  654,658 

２．売掛金  13,308 23,610  25,710 

３．営業立替金  430,006 561,117  1,116,823 

４．たな卸資産  7,539 23,358  9,079 

５．その他  30,386 33,841  34,698 

貸倒引当金  △443 △584  △1,142 

流動資産合計   1,662,243 95.4 1,486,954 83.8  1,839,828 95.2

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１ 29,202 68,769  35,285 

２．無形固定資産  18,013 39,763  17,058 

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券  ― 151,047  14,663 

(2)その他  33,720 27,787  25,744 

投資その他の資

産合計 
 33,720 178,834  40,407 

固定資産合計   80,936 4.6 287,368 16.2  92,751 4.8

資産合計   1,743,180 100.0 1,774,323 100.0  1,932,579 100.0
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前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成17年６月30日） 

区分 
注記

番号
金額（千円） 

構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％）

     

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．短期借入金  681,553 173,383  669,512 

２．未払金  115,655 118,163  117,658 

３．未払法人税等  63,995 49,340  91,003 

４．営業預り金  169,914 215,953  257,791 

５．賞与引当金  14,037 10,535  6,745 

６．役員賞与引当金  ― 10,425  17,070 

７．その他 ※２ 49,523 50,544  51,816 

流動負債合計   1,094,680 62.8 628,345 35.4  1,211,597 62.7

Ⅱ 固定負債   1,623 0.1 4,063 0.2  1,623 0.1

負債合計   1,096,303 62.9 632,409 35.6  1,213,220 62.8

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   426,500 24.5 597,250 33.7  448,500 23.2

Ⅱ 資本剰余金     

 １．資本準備金  101,250 344,500  123,250 

  資本剰余金合計   101,250 5.8 344,500 19.4  123,250 6.4

Ⅲ 利益剰余金     

 １．中間（当期）未処

分利益 
 117,135 192,907  144,411 

  利益剰余金合計   117,135 6.7 192,907 10.9  144,411 7.5

Ⅳ その他有価証券評価

差額金 
  1,991 0.1 7,255 0.4  3,196 0.1

資本合計   646,877 37.1 1,141,913 64.4  719,358 37.2

負債・資本合計   1,743,180 100.0 1,774,323 100.0  1,932,579 100.0
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（2）中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

区分 
注記

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 
金額（千円） 

百分比

（％）

Ⅰ 売上高   682,886 100.0 758,077 100.0  1,368,949 100.0

Ⅱ 売上原価   429,082 62.8 434,554 57.3  889,008 64.9

売上総利益   253,804 37.2 323,523 42.7  479,940 35.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   114,712 16.9 184,785 24.4  286,970 21.0

営業利益   139,091 20.3 138,737 18.3  192,970 14.1

Ⅳ 営業外収益   119 0.0 147 0.0  258 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※１  179 0.0 23,951 3.1  1,005 0.1

経常利益   139,030 20.3 114,933 15.2  192,223 14.0

Ⅵ 特別利益   ― ― 557 0.1  ― ―

Ⅶ 特別損失 ※２  921 0.1 6,609 0.9  1,299 0.1

税引前中間(当

期)純利益 
  138,109 20.2 108,881 14.4  190,924 13.9

法人税、住民税及

び事業税 
 61,628 46,551  86,417 

法人税等調整額  △8,212 53,416 7.8 2,565 49,117 6.5 △7,463 78,954 5.7

中間(当期)純利

益 
  84,693 12.4 59,764 7.9  111,970 8.2

前期繰越利益   32,441 133,143   32,441

中間(当期)未処

分利益 
  117,135 192,907   144,411
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（3）中間キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日）

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間(当期)純利益  138,109 108,881 190,924 

減価償却費  5,874 10,355 15,007 

繰延資産償却額  ― 4,095 498 

貸倒引当金の増減額  126 △557 825 

賞与引当金の増減額  5,424 3,790 △1,868 

役員賞与引当金の増減額  ― △6,645 17,070 

受取利息及び受取配当金  △15 △3 △54 

支払利息  3,631 2,175 6,122 

株式公開費用  ― 18,624 ― 

固定資産除却損  502 6,609 819 

売上債権の増減額  2,531 2,099 △9,871 

営業立替金の増減額  △129,218 555,706 △816,034 

たな卸資産の増減額  6,437 △14,279 4,897 

その他流動資産の増減額  1,572 △979 △4,287 

未払消費税等の増減額  4,019 △8,785 9,021 

前受金の増減額  5,597 1,496 △4,012 

営業預り金の増減額  △4,596 △41,838 83,281 

その他流動負債の増減額  14,118 2,848 30,521 

その他  △1,292 △1,876 △2,319 

小計  52,822 641,718 △479,460 

    利息及び配当金の受取額  15 0 54 

利息の支払額  △3,737 △1,806 △6,495 

法人税等の支払額  △528 △86,411 △531 

営業活動によるキャッシュ・フロー  48,572 553,501 △486,432 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △11,901 △45,261 △24,198 

無形固定資産の取得による支出  △421 △24,210 △8,002 

有形固定資産の除却による支出  ― △1,813 ― 

投資有価証券の取得による支出  △320 △129,538 △441 

その他  △250 △1,607 △3,495 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △12,894 △202,431 △36,138 
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前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日）

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  275,744 △496,129 263,703 

長期借入金の返済による支出  △6,280 ― △6,280 

新株発行による収入  ― 365,904 43,501 

株式公開に伴う支出  ― △18,624 ― 

配当金の支払額  ― △11,268 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  269,464 △160,117 300,925 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  305,142 190,952 △221,646 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  876,304 654,658 876,304 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残

高 
※ 1,181,446 845,611 654,658 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場

価格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を

採用しております。 

(1)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用してお

ります。 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

 

時価のないもの 

同左 

 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

仕掛品 

 ･･････個別法に基づく原価法を

採用しております。 

貯蔵品 

･･････最終仕入原価法に基づ

く原価法を採用してお

ります。 

 

(2）たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

 

貯蔵品 

同左 

 

 

(2）たな卸資産 

仕掛品 

同左 

 

 

貯蔵品 

同左 

 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1)有形固定資産 

  定率法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

  建物 15年 

  工具器具備品 5年～12年 

  また、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産につ

いては、支出時に費用処理してお

ります。 

(1)有形固定資産 

同左 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  なお、自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間（5年）に基づいております。

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

(2)無形固定資産 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しています。

(2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える

ため、当中間会計期間に負担す

べき支給見込額を計上しており

ます。 

(3)           

 

(1）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2）賞与引当金 

同左 

 

 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。 

(追加情報) 

役員賞与は「役員賞与の会計処

理に関する当面の取り扱い」（企

業会計基準委員会実務対応報告

第13号 平成16年３月９日）に

基づき、前事業年度から発生時

に会計処理することとしており

ます。この結果、従来の方法と

比較して、「営業利益」、「経

常利益」および「税引前中間純

利益」はそれぞれ10,425千円減

少しております。 

 

(1） 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

(2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備える

ため、当期に負担すべき支給見

込額を計上しております。 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しており

ます。 

(追加情報) 

役員賞与は「役員賞与の会計

処理に関する当面の取り扱い」

（企業会計基準委員会実務対応

報告第13号 平成16年３月９

日）に基づき、当事業年度から

発生時に会計処理することとし

ております。この結果、従来の

方法と比較して、「営業利益」、

「経常利益」および「税引前当

期純利益」はそれぞれ17,070千

円減少しております。 

 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 

 

同左 

５．中間キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシ

ュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

 

同左 

 

同左 
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項目 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

    

 

 

 

（会計処理の変更） 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

              固定資産の減損に係る会計処理 

 固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年10月31日）が平成17年４月１日以降に適

用されたことに伴い、当中間会計期間から同

会計基準及び同適用指針を適用しておりま

す。 

 なお、これによる損益に与える影響はあり

ません。 

              

 

 

 

（表示方法の変更） 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

              （中間貸借対照表） 

 「投資有価証券」は、前中間期まで、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示して

おりましたが、当中間期末において資産の総

額の100分の５を超えたため区分掲記しまし

た。 

 なお、前中間期末の「投資有価証券」の金

額は12,510千円であります。 
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（追加情報） 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示方法 

 実務対応報告第12号「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（企業会計基準委

員会 平成16年２月13日）が公表されたこと

に伴い、当中間会計期間から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本

割2,370千円を販売費及び一般管理費として

処理しております。 

              法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示方法 

 実務対応報告第12号「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（企業会計基準委

員会 平成16年２月13日）が公表されたこと

に伴い、当事業年度から同実務対応報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及び資本割

4,592千円を販売費及び一般管理費として処

理しております。 

 

 
 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

前事業年度末 

（平成17年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額    

15,778千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

          24,556千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額   

18,465千円 

 

※２．消費税等の取扱い 

   仮払消費税等と仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的に重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

※２．消費税等の取扱い 

同左 

※２．           

  

 

３．偶発債務 

   当社が使用する業務用ソフトウェア

の開発委託契約に関連し、ソフトウェア

の開発委託先から平成16年３月９日付

けで151,147千円の損害賠償請求訴訟が

提起され、現在係争中であります。 

  当社はこれに対し、何ら根拠なきものと

して請求棄却を求めるとともに、開発委

託先に対し、債務不履行による損害賠償

の支払いを求め、平成16年５月26日付け

で反訴を提起いたしました。 

３．偶発債務 

同左 

 

３．偶発債務 

同左 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

※１．            ※１．営業外費用の主なもの 

    株式公開費用    18,624千円 

    新株発行費償却    4,095千円 

※１．営業外費用の主なもの 

    新株発行費償却      498千円 

※２．            ※２．特別損失の主なもの 

    固定資産除却損    6,609千円 

              

※２．特別損失の主なもの 

    固定資産除却損      819千円 

    リース解約損      479千円 

３．減価償却実施額 

    有形固定資産     3,879千円 

    無形固定資産     1,995千円 

３．減価償却実施額 

    有形固定資産     8,167千円 

    無形固定資産     2,187千円 

３．減価償却実施額 

    有形固定資産     10,009千円 

    無形固定資産     4,997千円 

 
 
 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成16年12月31日現在） 

（千円） 

現金及び預金勘定     1,181,446  

現金及び現金同等物    1,181,446  

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成17年12月31日現在）

（千円） 

現金及び預金勘定       845,611  

現金及び現金同等物      845,611  

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年６月30日現在）

（千円） 

現金及び預金勘定       654,658  

現金及び現金同等物      654,658  
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 

取得価

額相当

額 

（千円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（千円） 

中間期

末残高

相当額 

（千円） 

工具器

具備品 
92,315 44,909 47,406 

ソフト

ウェア 
85,205 65,323 19,881 

合計 177,520 110,233 67,287 

  

 

 

取得価

額相当

額 

（千円）

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

中間期

末残高

相当額 

（千円）

工具器

具備品 
92,315 63,372 28,943

ソフト

ウェア 
85,205 82,364 2,840

合計 177,520 145,737 31,783

  

 

 

取得価

額相当

額 

（千円） 

減価償

却累計

額相当

額 

（千円）

期末残

高相当

額 

（千円）

工具器

具備品
92,315 54,140 38,174

ソフト

ウェア
85,205 73,844 11,360

合

計 
177,520 127,985 49,535

  
(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内 36,283千円

  

１年内 19,695千円

 

１年内 29,768千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
 

支払リース料 18,905千円 

減価償却費相当額 17,752千円 

支払利息相当額 1,101千円 
  

 
支払リース料 18,905千円 

減価償却費相当額 17,752千円 

支払利息相当額 650千円 
  

 
支払リース料 37,879千円 

減価償却費相当額 35,504千円 

支払利息相当額 1,979千円 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法

によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

前事業年度末 

（平成17年６月30日） 

 

取得原価

（千円）

中間貸借 

対照表計上 

額（千円） 

差額 

（千円）

取得原価

（千円）

中間貸借

対照表計上

額（千円）

差額 

（千円）

取得原価 

（千円） 

貸借対照

表計上額 

（千円）

差額 

（千円）

(1）株式 1,651 5,010 3,358 31,239 43,473 12,233 1,772 7,163 5,390

(2）債券    

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

合計 1,651 5,010 3,358 31,239 43,473 12,233 1,772 7,163 5,390

  
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前中間会計期間末 

（平成16年12月31日） 

当中間会計期間末 

（平成17年12月31日） 

前事業年度末 

（平成17年６月30日） 
 

中間貸借対照表計上額（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券    

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 7,500 7,500 7,500 

  投資事業組合への出資金 ― 100,073 ― 

    

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、当社はデリバティブ取引を全くおこ

なっておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

（持分法損益等） 

     前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

 

１株当たり純資産額 82,352.31円 

１株当たり中間純利益

金額 
10,782.17円 

  

  

 

１株当たり純資産額 117,299.82円 

１株当たり中間純利益

金額 
6,359.21円 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益 
6,208.18円 

  

 

１株当たり純資産額 82,353.60円 

１株当たり当期純利

益金額 
13,769.11円 

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、新株予約権の残高は

ありますが、当社株式は非上場であり、か

つ店頭登録もしていないため、期中平均株

価が把握できませんので記載しておりま

せん。 

    なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、新株予約権の残高は

ありますが、当社株式は非上場であり、か

つ店頭登録もしていないため、期中平均株

価が把握できませんので記載しておりま

せん。 

    

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日）

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日）

中間（当期）純利益（千円） 84,693 59,764 111,970 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
84,693 59,764 111,970 

期中平均株式数（株） 7,855 9,398 8,132 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権の目的となる株式

の数1,120株。 

 

           

 

新株予約権の目的となる株式

の数240株。 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

１．株式の分割について 

平成17年10月20日開催の当社取締役会の決

議に基づき、下記のとおり株式分割による新

株式を発行しております。 

（1）平成18年１月18日付けをもって普通株式

１株を３株に分割いたしました。 

①分割により増加する株式数 

  普通株式   19,470株 

②分割方法 

  平成17年11月30日最終の株主名簿お

よび実質株主名簿に記載または記録

された株主の所有株式１株につき３

株の割合をもって分割いたしまし

た。 

（2）配当起算日 

   平成18年１月１日 

             

    

当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前事業年度における１株当たり情報

および当期首に行われたと仮定した場合の当

中間会計期間における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりであります。 
  

当中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額

   39,099.94円 

１株当たり純資産額

27,451.20円 

１株当たり中間純利益  

2,119.74円 

１株当たり当期純利益   

4,589.52円 

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益 

     2,069.39円 

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益 

― 円 
 

１．株式上場について 

 当社は、平成17年８月１日に株式会社東京

証券取引所より上場承認を受け、平成17年９

月２日に株式会社東京証券取引所マザーズ

に株式上場いたしました。 

株式上場にあたり、平成17年８月１日開催

の取締役会において新株式発行を決議し、平

成17年９月１日に下記のとおり払込が完了

いたしました。 

 ①発行新株式  普通株式   1,000株

 ②募集方法   一般公募（ブックビルデ

ィング方式） 

 ③新株式発行後の発行済株式数 9,735株

 ④発行価格  １株につき  400,000円

 ⑤引受価額  １株につき  370,000円

 ⑥発行価額  １株につき  297,500円

 ⑦資本組入額 １株につき  148,750円

 ⑧発行価額の総額     297,500千円

⑨払込金額の総額     370,000千円

⑩資本組入額の総額    148,750千円

⑪資本準備金組入額    221,250千円

⑫配当起算日    平成17年７月１日

⑬資金使途   

社宅管理システムの拡充・改変のた

めの資金及び事務所の増床に伴う設備

資金に充当し、残額については社宅新

サービスに係る投資資金に充当する。
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５．生産・受注及び販売の状況 

（1）生産実績 

該当事項ありません。 

 

（2）受注実績 

該当事項ありません。 

 

（3）販売実績 

当社は社宅管理事務代行の単一事業を行っているため、事業部門別の記載に代えて、サービス区分別に

販売実績を記載しております。 
前中間会計期間 

（自 平成16年７月１日 

  至 平成16年12月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年７月１日 

  至 平成17年12月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

  至 平成17年６月30日） サービス区分別 

金額（千円） 構成比(％) 金額（千円） 構成比(％) 金額（千円） 構成比(％) 

社宅事務管理代行   621,656 91.0 751,220 99.1 1,302,691 95.2 

システム導入     60,130 8.8 1,632 0.2 60,338 4.4 

その他        1,100 0.2 5,225 0.7 5,920 0.4 

合計 682,886 100.0 758,077 100.0 1,368,949 100.0 

 （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

 

 


